
公認会計士如水会
令和3年度 定時総会・特別講演会

2022年7月5日（火）

18:00～

オンライン開催



タイムスケジュール

１．定時総会 18：00～18：30 

第１号議案 (1)決算報告

(2)監査報告

第２号議案 予算

第３号議案 役員選任

ご報告事項

２．特別講演会 18：30～19：20

質疑応答 19：20～
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ご出席者様（敬称略）
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氏名 卒年 ゼミ 氏名 卒年 ゼミ

二村 隆章 昭４７商 番場 窪田 真 平７商 柴川

安岡 大作 昭４９社 石田/安丸 中村 進 平７経 山澤

佐々 誠一 昭５１商 中村 忠 大澤 弘之 平９商 柴川

野中 茂 昭５３商 矢野 貴詳 平９経 田中

西山 都 昭５８商 伊藤 邦雄 友野 敦史 平１０商 廣本 敏郎

谷津 範之 昭５８商 中村 忠 鈴木 紳 平１０商 村田 和彦

藤澤 勉 昭５９商 宮川 中山 太一 平１２社 一條

井上 雅彦 昭６１商 吉野 永澤 俊輔 平１３経 福田 泰雄

北村 嘉章 昭６２商 中村 忠 藪原 康雅 平１７商 佐々木

伊藤 志保 昭６２商 中村 忠 近藤 正和 平１８商 高岡 浩一郎

千々松 英樹 昭６３商 岡本 田川 大輔 平１８経 荒井 一博

小笠原 薫子 平１商 岡本 橋本 拓朗 平１９商 廣本 敏郎

小笠原 直 平１経 中村 忠 山本 尚史 平２１経 石村

須藤 一郎 平１商 中村 忠 塩田 豊 平２３経 田中勝人

杉崎 友泰 平２経 河野 田中 克明 平２７法 川崎

山田 裕行 平２商 中村 忠 小野寺大輝 平２８商 佐々木

梅木 典子 平４商 岡本 柏原 洋之 平２９商 万代

曽我辺 美保子 平４経 伊藤 邦雄 酒田 洋一朗 平３１商 挽

松下 典弘 平４商 中村 忠 飯塚 優輝 令２経 石倉

井尾 稔 平５商 岡本 清 高橋 佑輔

河田 英雄 平５商 中村 忠 菊池 未来 令４商 挽

髙橋 範江 平６経 山澤逸平 江田 朝陽 R3商 荒井

深田 豊大 平６商 井出野 計45名



第1号議案 (1)決算報告 1/3

項目 内訳 予算額 実績額

寄付 会費収入時 800,000 ※1,100,000

後援会育成基金 500,000 700,000

会費収入 定時総会 0 0

合格祝賀会 0 0

雑収入 受取利息・仮受金 0 10

当期収入合計 1,300,000 1,800,010

Ⅰ 収入の部 （単位：円）

※<内訳>

2020年7月ご案内分: 会費カード引き落とし＋当会口座入金 73万円
2021年7月ご案内分: 当会口座入金 37万円

注）2022年1月に、計92万円 の会費収入有（会費カード引き落とし）
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第1号議案 (1)決算報告 2/3

項目 内訳 予算額 実績額

通信費 案内状ハガキ印刷等 40,000 18,900

総会・祝賀会費 定時総会 0 0

総会・祝賀会費 合格祝賀会 600,000 303,105 *1

交流費 他大学との交流会等 100,000 0

役員・幹事会費 0 0 

大学授業支援費 後援会を経由しない直接支援
（ゲストお礼等）

200,000 200,000

後援会育成基金 500,000 700,000

研修会費 講演会等 50,000 50,000

その他 HP維持管理費用等 12,000 20,397 *2

当期支出合計 1,502,000 1,292,402

Ⅱ 支出の部 （単位：円）

*1:予算は令和2年度・3年度と2回分見込む。実績は、令和3年度は2022年1月実施で来年度
支出となり、令和2年度の1回分（2021年3月）の支出となった。
*2:カード自動引き落としの際の事務手数料を予算に織り込んでいなかったもの（約1万円）。
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第1号議案 (1)決算報告 3/3

項目 予算額 実績額

当期収入計(A) 1,300,000 1,800,010

当期支出計(B) 1,502,000 1,292,402

当期収支差額(A-B) ▲202,000 507,608

前期繰越残高(C) 696,004 696,004

次期繰越残高(A-B+C) 494,004 1,203,612

Ⅲ 収支差額／繰越残高 （単位：円）
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第1号議案 (2)監査報告

私、監事は令和3年度の一般会計収支報告書

を監査した結果、適正であることを認めます。

2022年7月3日

公認会計士如水会 監事 松下典弘
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第２号議案 予算案 1/3

項目 内訳 予算額

寄付 後援会育成基金 500,000

会費収入 自動引き落とし等 1,280,000

上記以外 0

当期収入合計 1,780,000

Ⅰ 収入の部 （単位：円）
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第２号議案 予算案 2/3

項目 内訳 予算額

通信費 案内状ハガキ購入 20,000

総会・祝賀会費 総会 0

総会・祝賀会費 合格祝賀会 450,000

交流費 他大学・在校生との交流等 100,000

役員・幹事会費 0

大学授業支援費 後援会育成基金を通さないもの 200,000

後援会育成基金 500,000

研修会費 50,000

その他 HP維持管理費用等 20,000

当期支出合計 1,340,000

Ⅱ 支出の部 （単位：円）

大学授業支援20万円支
援
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第２号議案 予算案 3/3

項目 予算額

収入計(A) 1,780,000

支出計(B) 1,340,000

収支差額(A-B) 440,000

前期繰越残高(C) 1,203,612

次期繰越残高(A-B+C) 1,643,612

Ⅲ 収支差額／繰越残高 （単位：円）
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参考<会則>

第5条 本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名 2. 副会長 4名以内 3. 監事 2名以内

第6条 役員は総会において選任する。役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第３号議案 役員選任
 公認会計士如水会会則第６条により、現役員は全員
任期満了となります。つきましては新役員の選任を
お願いします。役員候補者は次の通りで、任期は２
年です。

【役員候補者】
小笠原 直 （平 1経） 再任

北村 嘉章 （昭62商） 新任

山田 裕行 （平 2商） 再任

松下 典弘 （平 4商） 再任

江村羊奈子 （平 6経） 新任

矢野 貴詳 （平 9経） 再任
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